
種　　　目 優　　　勝 準　優　勝

まつづか　けん あかし　ゆうすけ

松塚 健 明石 悠佑

わだ　しんじ あかし　りょうすけ

和田 慎治 明石 涼佑

(百道ジュニア) (能古ジュニア)

まつむら　かおる さかぐち　ひろと

松村 薫 坂口 大翔

まつむら　たまき こいずみ　しょうたろう

松村 環 小泉 翔太郎

(香住ヶ丘ジュニア) (香住ヶ丘ジュニア･香陵っこバドミントンクラブ)

にしかた　としゆき ふかせ　りく こが　ひろと いけだ　しょうま

西方 俊之 深瀬 陸 古賀 寛人 池田 晟真

よしだ　しょうた はらだ　りょう すずき　せいいちろう みつやす　はるか

吉田 翔太 原田 諒 鈴木 誠一朗 光安 遥

(能古ジュニア) (ラブオールジュニア･三宅ジュニア) (板付ジュニア) (香陵っこバドミントンクラブ)

たにぐち　はのん いしだ　いぶき

谷口 葉音 石田 伊吹

おおき　ゆい よこみつ　かの

大城 由衣 横光 花乃

(ラブオールジュニア) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ)

さとう　かなこ いわなが　なつみ にしだ　ゆう まちだ　はな

佐藤 加奈子 岩永 なつみ 西田 優 町田 華花

さとう　ほの ひさとみ　みゆう かい　はなお きど　ことは

佐藤 穂乃 久冨 美憂 甲斐 花歩 城戸 琴華

(三宅ジュニア) (板付ジュニア) (板付ジュニア) (原西バドミントン)

もりた　すず いけだ　はるな はらだ　りお はまち　りん

守田 鈴 池田 遥名 原田 梨桜 浜地 凛

よこみつ　ももか みやふさ　あんり みやふさ　かりん しきまち　さくら

横光 百花 宮房 安梨 宮房 花梨 式町 咲良

(Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ) (大池ジュニア)

４年生女子複

５年生女子複

６年生女子複
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うら　たかと なかしま　たくみ さかぐち　はると たなか　いちのすけ

浦 隆斗 中島 巧 坂口 晴都 田中 市之介

(能古中学校) (能古中学校) (老司中学校) (西区)

やまだ　けいたろう いのやま　ゆうた おだ　ただよし ひやむた　けいと

山田 慶大郎 猪ノ山 優太 小田 忠佳 冷牟田 圭斗

(Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ) (能古ジュニア) (小呂中学校) (老司中学校)

くさの　ひなこ ひろかわ　ゆきの わたなべ　なつの なかむら　ももか

草野 日奈子 廣川 侑希乃 渡邊 奈津乃 中村 百花

(香住ヶ丘ジュニア) (板付中学校) (板付中学校) (Ｓ＇ｋｉｄｓ Ｂ．Ｃ)

にしかた　そのか やまぐち　まお しげい　ねね うおたに　みつき

西方 颯 山口 真織 重井 寧音 魚谷 美月

(能古ジュニア) (すせんじジュニア) (大池ジュニア) (百道中学校)

えがしら　ひろき たけだ　ゆうが みねよし　ひろき てらさき　ともき

江頭 大輝 武田 優雅 峰吉 宏樹 寺崎 知己

たなか　みちたか いけべ　たかし おおたく　たけはる えさき　たいち

田中 成尚 池辺 貴誌 大宅 健晴 江﨑 太一

(能古中学校) (能古中学校) (城南中学校) (三宅ジュニア)

かねまる　こうへい くぼ　はるひと いとう　しょうま さとう　りいちろう

金丸 幸平 久保 遥人 伊東 翔馬 佐藤 理一郎

まつお　としひろ はま　しゅんすけ ともなが　けんし いで　しおん

松尾 聡弘 濱 俊祐 友永 賢志 井手 紫音

(城南中学校) (玄洋中学校) (老司中学校) (能古中学校)

いわざわ　かえで しまさき　かのん ちよだ　りょうか やまもと　ひな

岩澤 楓 島﨑 菓音 千代田 涼香 山本 ひな

かなまる　ちひろ やまむら　このか あしかり　りん やまもと　すず

金丸 智央 山村 恋加 芦刈 凜 山本 すず

(城南中学校) (板付中学校) (能古中学校) (Ｓｅｓａｋ．Ｊｒ)

もりた　めい たかはし　なお とくなが　みずき にいな　ゆりあ

森田 恵生 高橋 菜桜 徳永 瑞希 新名 由里亜

かんだ　りほ まえだ　ことみ やすだ　あいね ながふち　るか

神田 涼帆 前田 ことみ 安田 愛音 永淵 瑠花

(大池ジュニア･三宅ジュニア) (福浜ジュニア) (玄洋中学校) (玄洋中学校)

中学女子単Ｂ級

中学男子複Ａ級

中学男子複Ｂ級

中学女子複Ａ級

中学女子複Ｂ級
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中学男子単Ｂ級

中学女子単Ａ級


